
■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース　注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2019年度 TUFS冬期短期海外留学（ショートビジット）
各国言語コース

 2019/12/16
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・
地域
名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

1
台
湾

国立台湾大学
National Taiwan University

【2019年度入学者：19180464】
【2018年度以前入学者：180464】

中国語と台湾文化(3週間)

2019 NTU Spring + Chinese Language & Culture
Program

2020/3/4～3/25

・授業料:TWD55,800(USD1860)（協定校）(受講料、教材費、オリエンテー
ション料、旅行保険費、文化活動費、校外見学費や日帰り旅行費、団体空港
送迎費を含む)
・申請料:USD150
・宿泊施設：希望者が申請すれば、宿泊施設を手配してくれる
(例)Taipei Teacher's Hostel(21泊) : Twin TWD18,900(USD620), Triple
TWD14,700(USD482)

2019/10/07-12/31
50

(言語42時間+
文化8時間)

特になし
http://oia.ntu.ed
u.tw/

望
月
圭
子

2
台
湾

淡江大学
Tamkang University

【2019年度入学者：19180467】
【2018年度以前入学者：180467】

中国語プログラム(2週間)

Intensive Chinese Language Program (ICLP)
(TKU Taipei Campus)

2020/3/8～3/21
・プログラム代金：NT$32,000(授業料、宿泊費を含む、食事含まず)
・保証金:NT$6,000(≒US$210)
・空港/大学送迎費:桃園空港NT$2,000 (NT$1,000/2人)

2020/1/31

44-48
(言語40時間+
文化4-8時間)

・その他課外活動16
時間

特になし
http://chinesecenter.
weebly.com/

林
　
俊
成

3
台
湾

国立台湾師範大学
National Taiwan Normal University

【2019年度入学者：19180463】
【2018年度以前入学者：180463】

中国語3週間プログラム

2020 Three-week Express Spring Program I
2020 Three-week Express Spring Program II

Spring I : 2020/2/10～2/27
Spring II: 2020/3/2～3/20

・授業料：USD1000ドル
(学費は言語授業、文化授業、校外授業の授業料と教材を含みます。宿泊費
と食費を含みません。)
・宿泊施設：各自手配　HPに宿泊情報あり
(例) HOSTEL:師大會館 1500台湾ドル/1日（二人部屋）

Spring Program I：
2019/12/02 09:00 ~

2019/12/31 17:00 (GMT+8)
Spring Program II：
2019/12/16 09:00 ~

2020/01/10 17:00 (GMT+8)

48
(言語42時間+
文化6時間)

・その他課外活動

特になし

http://service2.
mtc.ntnu.edu.tw
/culture/ntnum
tc3week/chines
e/

望
月
　
圭
子

4
2年生
全員

カ
ン
ボ
ジ
ア

王立プノンペン大学
Royal University of Phnom Penh

【2019年度入学者：19180420】
【2018年度以前入学者：180420】

カンボジア文学科正規生クラスプログラム(2週間)
Khmer Literature Study Program

2020/2/8～2/23

(昨年度)
総額20万円前後
（授業料、申請料、保証金、教材費、文化活動費、滞在ホテル、空港送迎及
び通学と校外学習用車両費を含む）

60
（校外学習を

含む）

原則として２年生（参加開始時点で東京外国語大
学の地域言語Ａカンボジア語の20単位以上を取得
していること。カンボジア語統一試験で、７割以

上の得点率であること）

http://www.rupp.ed
u.kh/fssh/khmer_lit
erature/?page=Curr
iculum

岡
田
　
知
子

5
中
国

北京語言大学
Beijing Language and Culture

University

【2019年度入学者：19180468】
【2018年度以前入学者：180468】

中国語プログラム(4週間)

Short-term Programs:
Regular course

(20 hours per week)

2020/2/20～3/18

・授業料:4,000RMB
・申請料:600RMB
・宿泊施設:hpに宿泊情報あり
(例) Student Residence Center: Single 145RMB—150RMB, Double 55RMB—
80RMB /bed

2019/1/10
80

（1週20時間×
４週間）

特になし
http://admission.blcu
.edu.cn/en/2019/0926/
c1218a1958/page.htm

橋
本
　
雄
一

6
中
国

北京大学
Peking University

【2019年度入学者：19180469】
【2018年度以前入学者：180469】

中国語プログラム(4週間)

PKU 4-week
Chinese Language Studies Program, Spring 2018

2020/2/24～3/20

・授業料:8,000RMB(教材費を含む)
・申請料:400RMB
・宿泊施設：情報提供のみ
(not arranged by PKU Chinese Language Studies Program)

2019/11/15～2020/1/31
80

（1週20時間×
４週間）

・Non-Chinese citizen
・Please note there is no

beginners'course

http://www.isd.
pku.edu.cn/info
/1532/2615.htm

望
月
　
圭
子

7
1年生
全員

イ
ン
ド

ジャドブプル大学
Jadavpur University

【2019年度入学者：19180437】
【2018年度以前入学者：180437】

ベンガル語集中コース（5週間）

Intensive course of Bengali language
2020/2/3（月）～3/6日（金）

・授業料:40,000ルピー
・宿泊費:48,000ルピー　(三食付）
*授業料、宿泊代とも参加人数により多少変動する可能性あり

2019/10/8(火)16時半までに
下記情報を留学支援共同利用
センターと丹羽京子先生宛に

提出すること
【必要情報】

氏名、住所、学年、専攻、パ
スポートコピー

75(1週15時間×
5週間)

(但し祝日を除く)
※語学講座以外に、
エクスカーション、

特別授業あり

※同等のベンガル語力を有する他専攻の学
生も参加可能だが、その場合はあらかじめ
問い合わせること。
※一年生全員参加（2年生以上は前回以前
不参加だった学生）

http://www.jaduniv.ed
u.in/

丹
羽
　
京
子

8
イ
ン
ド

ザバーン・ランゲージ・
インスティテュート

Zabaan Language Institute

【2019年度入学者：19180433】
【2018年度以前入学者：180433】

ウルドゥー語集中コース
(毎週月～金曜日に４時間の授業を15日間)

Intensive Course in Urdu

2020/2/17～3/6

◎登録料：2000インド・ルピー
◎授業料：
・49560ルピー：デリー校
・56640ルピー：ムンバイ校
上記に加え、どちらの学校もホテル代が別途必要。

　2019年12月6日（金）
希望者は、氏名、学籍番号、
希望言語および連絡先メー
ル・アドレスを明記の上、上
記期限までに萬宮先生まで連
絡すること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えて
ください。締切は厳守。

60

10月下旬をメドにショートビジット説明会
を実施予定。
参加を考えている人はできる限り参加する
こと。
不明な点は、萬宮先生へ訪ねること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えてください。

萬
宮
健
策

9
イ
ン
ド

ザバーン・ランゲージ・
インスティテュート

Zabaan Language Institute

【2019年度入学者：19180433】
【2018年度以前入学者：180433】

ヒンディー語集中コース
(3週間:毎週月～金曜日に

４時間の授業)

Intensive Course in Hindi

2020/2/17～3/6

◎登録料：2000インド・ルピー
◎授業料：
・49560ルピー：デリー校
・56640ルピー：ムンバイ校
上記に加え、どちらの学校もホテル代が別途必要。

　2019年12月6日（金）
希望者は、氏名、学籍番号、
希望言語および連絡先メー
ル・アドレスを明記の上、上
記期限までに萬宮先生まで連
絡すること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えて
ください。締切は厳守。

60

10月下旬をメドにショートビジット説明会
を実施予定。
参加を考えている人はできる限り参加する
こと。
不明な点は、萬宮先生へ訪ねること。
k_mamiya(at)tufs.ac.jp
*(at)は@マークに置き換えてください。

水
野
善
文

萬
宮
健
策

10

フ
ィ

リ
ピ
ン

デラサール大学
De La Salle University

【2019年度入学者：19180443】
【2018年度以前入学者：180443】

タガログ語コース

・2020/2/3～2/21
(enrolment dates:
2020/1/24-29),

(orientation 2020/1/31),
・2020/3/2～3/20
(enrolment dates:
2020/2/21-2/26),

(orientation 2020/2/28)

・授業料:
  P11,400-34,200/1-3 regular class(25%discount P8550-P25,650),
　P15,000-30,000/special class(25%discount P11,250-P22,500),
  P15,200-28,500/16-30hours tutorial class
　(25%discount P11,400-P21,375)
・Official I.D. with I.D. jacket & lace:P175(P20 ID validation)
・Registration fee:P400 ・Assessment fee: P200
・Computer fee: P60/course
・宿泊：先生が手配

留学支援共同利用センターに
問い合わせてください。

確認次第更新 確認次第更新
https://www.dlsu.edu.ph/
colleges/bagced/ciesol/

小
川
　
英
文

1

http://oia.ntu.edu.tw/
http://oia.ntu.edu.tw/
http://www.rupp.edu.kh/fssh/khmer_literature/?page=Curriculum
http://www.rupp.edu.kh/fssh/khmer_literature/?page=Curriculum
http://www.rupp.edu.kh/fssh/khmer_literature/?page=Curriculum
http://www.rupp.edu.kh/fssh/khmer_literature/?page=Curriculum
http://www.isd.pku.edu.cn/info/1532/2615.htm
http://www.isd.pku.edu.cn/info/1532/2615.htm
http://www.isd.pku.edu.cn/info/1532/2615.htm
http://www.jaduniv.edu.in/
http://www.jaduniv.edu.in/
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員

11
韓
国

延世大学
Yonsei University

【2019年度入学者：19180459】
【2018年度以前入学者：180459】

韓国語と韓国文化(3週間)
3-Week program

・Winter
・Spring1

・Winter
2020/1/29～02/19

(placement test: 2020/01/29)
・Spring

2020/3/3～3/24
(placement test: 2020/3/3) ◎申請料:80,000₩   (返金不可）

◎授業料:965,000₩
◎宿泊施設:DMC Ville 905,000₩
Winter  Check-in:2020/01/28,Check-out:2020/02/20
（昨年度）Spring1  Check-in:2019/3/4,Check-out:2019/3/27

Winter  2019/10/14-
2019/12/13

Spring1  2019/11/18-
2020/1/17

早めの申請を推奨

60
（言語60時間+

文化）
特になし

http://www.yskli.com/
_en/proc/p5.asp

南
　
潤
珍

12
韓
国

ソウル大学
Seoul National University

【2019年度入学者：19180439】
【2018年度以前入学者：180439】

韓国語プログラム（3週間）

3-week intensive Korean language program
2020/02/10～02/28

・授業料：KRW770,000
・申請料：KRW60,000(返金不可)
・宿泊施設：各自で予約。　HPに宿泊情報あり。
(例）Hotel Hoam Faculty House : 104,500 won per day and upward

2020/1/10 60 特になし

http://lei.snu.ac
.kr/site/en/klec
/main/main.jsp

南
　
潤
珍

13
韓
国

韓国外国語大学
Hankuk University of Foreign Studies

【2019年度入学者：19180460】
【2018年度以前入学者：180460】

韓国語と韓国文化(4週間)

Korean language short-term course (4 weeks program)
2020/02/24～03/20

・授業料:1,050,000₩
・宿泊施設:各自で予約
　寮　Single：1,050,000W　Twin：850,000W

2020/1/28
80

（言語64時間+
文化16時間）

特になし
http://builder.hufs.a
c.kr/user/hufskor3eng
/

南
　
潤
珍

14
韓
国

淑明女子大学
Sookmyung Women's University

【2019年度入学者：19180465】
【2018年度以前入学者：180465】

韓国語プログラム(3週間)

Short-term program
(3 weeks)

2020/3/2～3/20
(placement test：2020/2/19)

・申請費:KRW 40,000
・授業料:KRW 680,000
・宿泊施設:各自手配

2019/12/04-2020/02/04
60

（1週20時間×
3週間）

特になし

https://lingua.s
ookmyung.ac.kr/
?url=/dep_02/21
31.php

吉
田
　
ゆ
り
子

16
韓
国

慶熙大学
Kyung Hee University

【2019年度入学者：19180462】
【2018年度以前入学者：180462】

韓国語プログラム(3週間)

Short-term Course
(Spring 3 Weeks Program)

2020/3/4～3/24

◎Application Fee: ₩ 60,000
◎Course Fee: ₩ 891,000
◎Text Book Fee (Buy in Korea):
・₩ 50,000～65,000(Text Book),
◎宿泊施設:寮(online申請時に一緒に申請）
・Changdeok Ahn:Twin ₩ 500,000, Single ₩ 900,000
・Richville:Single ₩ 600,000 他

2020/2/3
60

（1週20時間×3週
間）

Foreigners and
non-native Koreans

http://www.khu.ac.kr/
eng/academics/languag
e_culture_programs.js
p

岩
崎
　
稔

17
韓
国

梨花女子大学
EWHA Womans University

【2019年度入学者：19180471】
【2018年度以前入学者：180471】

韓国語と韓国文化（3週間）
Short-term Program

2019 Winter(Feb)
2020 Spring 1st(Mar)

2020/01/30～02/14
(placement test:2020/01/29)

2020/03/05～03/23
(placement test:2020/03/04)

◎申請料:40,000ウォン(返金不可）
◎受講料:790,000ウォン
◎教材費:別途(26,000～40,000ウォン)
◎宿泊施設：2019 Winter(2月)コースのみ寮の申請可。
開講およそ1か月前HPもしくはメールにて先着募集/締切
2020 Spring 1st(3月)コースは寮の申請不可。各自で予約。

2019 Winter(Feb)
2020/01/16

2020 Spring 1st(Mar)
2020.02.26

60
(言語52時間+
文化8時間)

特になし
http://cms.ewha.ac.kr
/user/edukoreaneng/

南
　
潤
珍

18
韓
国

釜山外国語大学
Busan University of Foreign Studies

【2019年度入学者：19180470】
【2018年度以前入学者：180470】

韓国語と韓国文化(3週間)

Short-term Program
(2020 Winter 3rd)

3次：2020/2/24～3/14
◎研修費用:160万ウォン(3次)
◎研修施設:宿泊(釜山ビジネスホテル) 2019/12/20

・言語46
・文化体験10
・交流会7

・その他の活動6

特になし

https://klcejp.b
ufs.ac.kr/klcejp
/index.php?pCo
de=MN000019

南
　
潤
珍

19
1年生
全員

ラ
オ
ス

ラオス国立大学
National University of Laos

【2019年度入学者：19180455】
【2018年度以前入学者：180455】

ラオス語短期研修プログラム
2020/2/10～2/22
・arrival:2/9

 ・depature:2/21

研修費：80,000円
（授業料、申請料、教材費、文化活動費、宿泊費等を含 む）
＊別途、渡航費・食費がかかる

2019/11/5

ラオス語（読解・
会話・聴解等）45

時間
・ラオス文化9時間

原則として 1年生
 （2年生以上希望者も可）

・事前説明会に必ず参加すること
(11/13,12/11,2/7)

http://www.nuol.edu.l
a

鈴
木
　
玲
子

20
1年生
全員

タ
イ

シーナカリンウィロート大学
Srinakharinwirot University

【2019年度入学者：19180436】
【2018年度以前入学者：180436】

タイ語１年次派遣プログラム

日本人学生のための
タイ語・タイ文化研修プログラム

※原則として１年生対象

2020/2/3
(check in:2020/2/1)

～
2020/2/18

(checkout:2020/2/19)

31,320バーツ（約11万円、航空運賃は自己払い）（授業料、宿舎日、
ホームステイ費、地方旅行一切を含む）

●10/22（火）までに申込書
提出（申込書は学科内オリエ

ンテーションで配布）
●10/18（金）学科内オリエ

ンテーション

50
原則として

1年生
（2年生以上希望者も可）

http://www.swu.ac.th/en/

宮
田
　
敏
之

注: 1/29はまだ定期試験期間

中の為、試験がないことを確認

した上でご参加ください。ショー

トビジットへの参加を理由に授

業やテストの日程変更はできま

2

http://www.yskli.com/_en/proc/p5.asp
http://www.yskli.com/_en/proc/p5.asp
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
http://lei.snu.ac.kr/site/en/klec/main/main.jsp
http://builder.hufs.ac.kr/user/hufskoreanjapan2/
http://builder.hufs.ac.kr/user/hufskoreanjapan2/
http://builder.hufs.ac.kr/user/hufskoreanjapan2/
http://www.khu.ac.kr/eng/academics/language_culture_programs.jsp
http://www.khu.ac.kr/eng/academics/language_culture_programs.jsp
http://www.khu.ac.kr/eng/academics/language_culture_programs.jsp
http://www.khu.ac.kr/eng/academics/language_culture_programs.jsp
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
http://cms.ewha.ac.kr/user/edukoreaneng/
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000019
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000019
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000019
https://klcejp.bufs.ac.kr/klcejp/index.php?pCode=MN000019
http://www.swu.ac.th/en/
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21

コ
ロ
ン
ビ
ア

エアフィット大学
Universidad EAFIT

【2019年度入学者：19180419】
【2018年度以前入学者：180419】

スペイン語コース（4-8週間）

Spanish as a Foreign Language Program - Intensive
Courses

・2020/2/10～2/21,
・2020/2/24～3/6,
・2020/3/9～3/20

※2週間で1コース。2コース
以上受講のこと。

※4,6,8週間から選択
・授業料：1.424.000 cop/2週間コース
(Materials are no included, A 3% discount will be applicable if more
than two courses are paid in advance, Bank transfer or pay by credit
card at the EAFIT program office)
・宿泊：not provided (各自で予約）

申込締切は、コース開始の5
日前まで

76-152
(1週19時間×
4週間から
8週間)

特になし

http://www.eafi
t.edu.co/spanis
hprogram

久
野
　
量
一
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メ
キ
シ
コ

グアナフアト大学
University of Guanajuato

【2019年度入学者：19180430】
【2018年度以前入学者：180430】

スペイン語コース(4週間)

 Spanish courses for foreigners -
MONTHLY COURSES

2020/2/4～2/28
2020/3/2～3/27

・申請費：US$85
・授業料：US$695
・宿泊施設：ホームステイ (3 meals included, except for sundays)
　　-Single US$28-30/day   　-Double US$26/day
・Pick-up Service：US$40-50

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

72-76
（レベル・クラスに
より、授業時間が違

う）

特になし

http://www.ugt
o.mx/internacio
nal/index.php/s
tudy-spanish

久
野
　
量
一

63

キ

ュ
ー

バ

ハバナ大学
Universidad de La Habana

【2019年度入学者：19180473】
【2018年度以前入学者：180473】

スペイン語コース(3-8週間)

 Intensive Spanish Language Courses

Classes start the first Monday
of each month except August.
2月3日開始、もしくは3月2日開
始
・2020/2/3～2/21 (3 weeks)
・2020/2/3～2/28 (4 weeks)
・2020/2/3～3/13 (6 weeks)
・2020/2/3～3/20 (7 weeks)
・2020/2/3～3/27 (8 weeks)
・2020/3/2～3/13（2 weeks)
・2020/3/2～3/20(3 weeks)
・2020/3/2～3/27(4 weeks)

◎授業料:
[Elementary, Intermediate, Advanced]
・2 weeks: 200.00 CUC/・3 weeks: 240.00 CUC,
・4 weeks: 300.00 CUC/・6 weeks: 500.00 CUC,
・7 weeks: 540.00 CUC/・8 weeks: 600.00 CUC,
[High Level]
・2 weeks: 240.00 CUC/・3 weeks: 270.00 CUC,
・4 weeks: 360.00 CUC/・6 weeks: 600.00 CUC,
・7 weeks: 630.00 CUC/・8 weeks: 720.00 CUC,
（※要確認）
◎宿泊:各自で予約(但し、担当者からの推薦を受けたアパート情報あり)
例：賃貸アパート 約7万円/月

プログラム開始日の1ヵ月
前までに、The Faculty of
Spanish for Non-native

Speakers (FENHI) 担当者
にメールすることが望まし
い。そのうえでプログラム
初日（2/3もしくは3/2）に直
接大学に行って入学手続

きをする。

40 hours/2 week
60 hours/3 week
80 hours/4 week

*1 teaching hour =
45 minutes

特になし
http://www.uh.cu/pagi
na/estudiar-espanol

久
野
　
量
一
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ブ
ラ
ジ
ル

リオデジャネイロ州立大学
-マラカナンキャンパス-

Rio de Janeiro State University

【2019年度入学者：19180457】
【2018年度以前入学者：180457】

第２回ポルトガル語、ブラジル文化
イマージョン短期合宿セミナー in Rio de Janeiro

（協力：リオデジャネイロ州立大学GJO）

Rio de Janeiro Summer Session 2020
What do you really know about Rio de Janeiro?

Intensive Portuguese Language and Brazilian Culture
Study Program for Japanese

2020/1/27-2/14
試験期間の都合で1/27から参
加できない場合は2/3から参
加可。その場合は1/27-31に
ONLINE授業受講のこと。いず
れの場合も料金は同額。

1人当たり 3週間プログラム：2,500レアル
  ・宿舎　ホテルパッケージの紹介あり

（未定） 120時間 （確認中） なし

武
田
　
千
香

24

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

カザフスタンカザフ国立大学
Kazakh National University

【2019年度入学者：19180423】【2018年
度以前入学者：180423】

春期ロシア語研修（3週間）
Russian language course

2020/2/19～3/12

・授業料：無料（ただし最大200ドル程度に変更の可能性あり）
・寮費：無料（相部屋、ただし光熱費3000円程度）
※寮に空き室がない場合は、大学運営のホテルに割引価格で滞在可能

渡航費、生活費は自己負担

2019/12/13
上記期日までに担当教員（島
田志津夫）に参加希望の旨を

連絡すること

60（その他、教養講
座、カザフ語の授業
も週に数時間受講可

能）

ロシア語既修者（レベルは問いません）
※定員10名（応募者が定員を超えた場合は
選抜をおこないます）
※2019/12/25までにパスポートのスキャン
データの提出が必要になります（出国時に
パスポートの残存有効期間6ヶ月以上必
要）

なし

島
田
志
津
夫

25
ト
ル
コ

アンカラ大学
Ankara University

【2019年度入学者：19180417】
【2018年度以前入学者：180417】

トルコ語コース(1か月)

1 Month Turkish Course for General Purposes
2019/2/19～3/18

(昨年度)
・Course Fee:US$440 (Students pay rest of the course fee in Turkish
Lira after they come to Turkey)
・ホームステイ:€350 with meal
・空港送迎(希望者): $50 USD

プログラム開始
2か月前

80
（1週20時間×

4週間）
特になし

http://tomer.ankara.e
du.tr/

菅
原
　
睦

3

http://www.eafit.edu.co/spanishprogram
http://www.eafit.edu.co/spanishprogram
http://www.eafit.edu.co/spanishprogram
http://www.ugto.mx/internacional/index.php/study-spanish
http://www.ugto.mx/internacional/index.php/study-spanish
http://www.ugto.mx/internacional/index.php/study-spanish
http://www.ugto.mx/internacional/index.php/study-spanish
http://tomer.ankara.edu.tr/
http://tomer.ankara.edu.tr/


■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース　注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2019年度 TUFS冬期短期海外留学（ショートビジット）
各国言語コース

 2019/12/16
※この表は情報が出次第アップデートされます
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国・
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員

2019/11/29

27

エ
ジ
プ
ト

カイロ大学
アラビア語文化センター

Cairo University

【2019年度入学者：19180422】
【2018年度以前入学者：180422】

アラビア語プログラム(1か月)
※原則として１年生対象

Modern Standard Arabic Courses
2020/2/16～3/12

授業料：US＄500　※USDで支払うこと

●留学支援共同利用センター
でプレースメントテストを受

領の上、提出。

●カイロ大学説明会:
2019/10/28　12:00～

研究講義棟100講義室にて

100
原則として

1年生
（2年生以上希望者も可）

http://www.alcc.cu.ed
u.eg/

青
山
 
弘
之

28

ヨ
ル
ダ
ン

アリー・バーバー・
インターナショナル・センター
Ali Baba International Center

【2019年度入学者：19180416】
【2018年度以前入学者：180416】

アラビア語プログラム(4週間)
※原則として１年生対象

1 Month Group Course

・2020/2/2～2/27
・2020/3/1～3/26

・授業料：＄1,000/1ヶ月
・登録料：＄100
・宿泊施設： (例) Private Studio＄650/月,Homestay＄850/月
・空港送迎：＄50/片道

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80
原則として1年生

（2年生以上希望者も可）
http://alibaba.edu.jo
/

青
山
 
弘
之

29

ブ
ル
ガ
リ
ア

ソフィア大学
Sofia University

【2019年度入学者：19180440】
【2018年度以前入学者：180440】

ブルガリア語と文化（3週間)

International School of Bulgarian Language and
Culture－

STANDARD 3 WEEKS COURSE

・2020/2/10 - 2/28
・2020/3/9 - 3/27

◎授業料：
・3週間コース:679 Leva

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

・3週間コース：
72時間

(言語60+文化12),
特になし

http://www.deo.uni-
sofia.bg/en/sessionsi
s

匹
田
　
剛

30
チ
ェ

コ

カレル大学
Charles University in Prague

【2019年度入学者：19180428】
【2018年度以前入学者：180428】

チェコ語コース(6週間)

Intensive Courses of Czech Language：Albertov – 6-
Week Czech for Foreigners Courses

2020/2/4～3/18

◎授業料:EUR 690
◎宿泊施設: (例)Prague-Krystal
・reservation fee： EUR 40,
・single room 500 CZK/night
(空いている場合のみ)

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

112.50
（150 lesson x

45分）
特になし

http://ujop.cuni.cz/en/co
urse/six-week-course

篠
原
　
琢

31

フ
ラ
ン
ス

グルノーブル大学
Université Grenoble Alpes

【2019年度入学者：19180431】
【2018年度以前入学者：180431】

フランス語コース (4週間)

Intensive Course (CI) - Monthly

・2020/2/3～2/28
・2020/3/2～3/28

◎登録料：200€
◎授業料：840€
(昨年度)
◎Homestay：
・Room with breakfast: ±360 €/month
・Room with breakfast and dinner: ±630 €/month
◎University residences： ±295 €/month

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

80 特になし

https://cuef.univ-
grenoble-alpes.fr/main-
menu/useful-
information/schedules-
and-rates/

秋
廣
 
尚
恵

32
ス
イ
ス

ジュネーブ大学
University of Geneva

【2019年度入学者：19180438】
【2018年度以前入学者：180438】

フランス語コース(2週間)

FRENCH COURSES
2020/02/03～02/14

◎授業料：CHF 600
 (2019/11/8-12/07 まで CHF 600, 2020/01/20-01/29 まで CHF 700)
◎宿泊施設：各自で予約。
Optional courses (右記HP参照) are organised every day in the
afternoons.
Students are strongly encouraged to participate in the optional
courses with no enrollment and at no extra charge.

2019/11/8 ~ 2020/01/29 30-60 特になし
https://www.unige.ch/lett
res/elcf/coursete/en/fre
nch-courses/

秋
廣
 
尚
恵

33

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度入学者：19180418】
【2018年度以前入学者：180418】

ドイツ語コース(3週間)

February Intensive Courses
2020/2/3～2/21

・授業料：€ 405
・宿泊施設：各自で予約 (http://housing.oead.at/en/)
(例)OeAD Accommodation: EUR 330.00/monthから

2020/1/7から
受付開始

42
(56 units x

45分)
特になし

https://sprachenzentrum.
univie.ac.at/en/german-
courses/february-
intensive-courses/

西
岡
　
あ
か
ね

26

エ
ジ
プ
ト

1年生
全員
(3つの
プログ
ラムの
内、1つ
選択)

80
（1週20時間×

4週間）
アラビア語学習歴が1年以上あること

青
山
 
弘
之

アインシャムス大学
Ain Shams University

【2019年度入学者：19180415】
【2018年度以前入学者：180415】

アラビア語コース(1か月)

The Intensive Language Course at the Center of
Excellence

2020/2/29　～　2020/3/26（オリ
エンテーション　2020/2/27）

◎授業料:500USD

◎宿泊施設:各自

4

http://www.alcc.cu.edu.eg/
http://www.alcc.cu.edu.eg/
http://alibaba.edu.jo/
http://alibaba.edu.jo/
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/sessionsis
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/sessionsis
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/sessionsis
http://ujop.cuni.cz/en/course/six-week-course
http://ujop.cuni.cz/en/course/six-week-course
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://cuef.univ-grenoble-alpes.fr/main-menu/useful-information/schedules-and-rates/
https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/en/french-courses/
https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/en/french-courses/
https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/en/french-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/february-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/february-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/february-intensive-courses/
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/february-intensive-courses/
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34
ド
イ
ツ

ギーセン大学
University of Giessen

【2019年度入学者：19180429】
【2018年度以前入学者：180429】

ドイツ語コース(3週間)

International Spring Course

2020/3/12～4/3

注:4/1,4/2,4/3に春学期の授業が
ないことを確認した上でご参加く
ださい。ショートビジットへの参
加を理由に授業やテストの日程変

更はできません。

◎授業料：€570
◎宿泊施設：寮　around €325 per month(including linen, utilities,
and internet access)
◎保証金：€250 (refunded at the end of your stay, a service charge
is deducted)
◎Healterh insurance: around €90 per month

2020/1/15
(定員になり次第終了）

45
(60 lessons x 45

min)
特になし

http://www.uni-
giessen.de/internati
onal-
pages/language-
courses/in/springc
ourse

西
岡
　
あ
か
ね

35
ド
イ
ツ

ゲッティンゲン大学
University of Göttingen

【2019年度入学者：19180432】
【2018年度以前入学者：180432】

ドイツ語コース(6週間)

German Language Courses at IIK
2020/2/19～3/31

・前払金:€230
・Course fees:€499
・Textbooks:€30-40€/course
・宿泊施設：HPからホステル等の紹介あり。各自で予約。
  例：Hostel fees 18€～

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

(150 lessons x
45min)

特になし
http://www.iik-
goettingen.de/en/

西
岡
　
あ
か
ね

36

イ
タ
リ
ア

ペルージャ外国人大学
Università per Stranieri di Perugia

【2019年度入学者：19180450】
【2018年度以前入学者：180450】

イタリア語と文化(1か月)

Italian Language and Culture Courses

 <昨年度>
2019/2/1～2/28
2019/3/1～3/30

◎授業料（外大生はここから20%割引）
※授業料は現地でクレジットカード払い可
Elementary-Intermediate: € 600
Advanced: € 680

◎宿泊：紹介あり。各自で予約。

コース開始1か月前 80-108 特になし

https://www.unistrapg.it/
en/studying-
unistrapg/italian-
language-and-culture-
courses

小
田
原
 
琳

37

ポ
ー

ラ
ン
ド

ヤギェロン大学
Jagiellonian University

【2019年度入学者：19180454】
【2018年度以前入学者：180454】

ポーランド語コース(2週間)

Intensive two-week Polish language courses：Winter
with Polish Language

・2020/02/10-02/21

・授業料:1590 PLN/2週間
・前払金:200PLN (返金不可）
・Accommodation: not provided by the School.
(申請書に学生寮の紹介あり。各自で予約。)

特に期日を設けていないが、
早めの申し込みを推奨。

37.5
（50 lesson x

45分）
特になし

http://www.plsc
hool.uj.edu.pl/en
_GB/kursy-
jezykowe/intens
ywne-2-
tygodniowe

森
田
　
耕
司

38
ロ
シ
ア

モスクワ大学
Lomonosov

Moscow State University

【2019年度入学者：19180453】
【2018年度以前入学者：180453】

ロシア語と文化コース
「ロシアいろいろ」

(4週間)

Two Cities- Two Universities
Various Russia

2020/02/24-03/23
※出発日は2/23になる場合があり

ます。

モスクワ大学研修
トヴェリ大学研修
ペテルブルク観光

・研修費用：US$2,300
  (授業料、モスクワでの寮費、トヴェリとペテルブルクのホテル滞在費、
全エクスカーション費用を含む）
・渡航費用は別で18-19万円
 （JICが航空券、ビザ、現地の交通手配）

食費、海外旅行保険など別途必要

2019年12月18日 100

・ロシア語を1年以上学んだ学生
・冬休みのコースは1年次を修了する学生

が主な対象
http://irlc.msu.ru/

鈴
木
　
義
一

39

ス
ペ
イ
ン

サラマンカ大学
University of Salamanca

【2019年度入学者：19180434】
【2018年度以前入学者：180434】

スペイン語と文化(2-4週間)

Spanish Language and Culture Courses

・2020/2/3～2/14(2 weeks),
・2020/2/3～2/21(3 weeks),
・2020/2/3～2/28(4 weeks),
・2020/3/2～3/13(2 weeks),
・2020/3/2～3/20(3 weeks),
・2020/3/2～3/27(4 weeks),

2-4週間で選択可能。
◎授業料：450€-1015€(授業時間は1日3-5時間/2月、1日3-4時間/3月から選
択)
◎宿泊施設：
・宿泊手配料：35€
・手付金(management and reservation fees)：200€
・寮かホームステイ、singleかdouble,食事付きか無しか選択
・(宿泊費)寮：約18.25-€-32.50€/day、
・(宿泊費)ホームステイ：約22€-24€/day

2月：2020/02/03
3月：2020/03/02
（開始日）まで

宿泊施設:コース申込みから
コース開始15日前まで

早めの申請を推奨

30-100
（1週15時間から25

時間×
2週間から4週間）
※授業時間は1日3-5
時間/2月、3-4時間

/3月で選択可

特になし

http://cursosinternac
ionales.usal.es/index
.php/en/cursos-de-
lengua-y-cultura

川
上
　
茂
信

40

ス
ペ
イ
ン

マラガ大学
University of Malaga

【2019年度入学者：19180452】
【2018年度以前入学者：180452】

スペイン語コース（4週間）

Intensive Spanish Course 2020

・2020/2/3～2/27,
・2020/3/2～3/27

◎授業料:€799 (学生証、保険、教材1冊を含む)
◎宿泊施設:　Student Rental Malaga　を通じて各自予約　Obligatory
deposit:150€　 50€ for accommodation with a host family  (下記は
例）
・residence (3食付、individual room): 41.80€/day、884€/month
・shared flat (individual room):€119/week、€450/month
・shared flat (double room):€84/week、€298/month
・host family (3食付、individual room):€31/day
・host family (3食付、double room):€28/day

特になし 90 特になし

https://www.um
a.es/centrointer
nacionaldeespan
ol/info/119857/
curso-
intensivo-2020/

川
上
　
茂
信
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース　注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2019年度 TUFS冬期短期海外留学（ショートビジット）
英語コース

 2019/12/16
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フ
ィ

リ
ピ
ン

デラサール大学
De La Salle University

【2019年度入学者：19180443】
【2018年度以前入学者：180443】

英語コース（3週間）
※Select 2 or 3 classes

◎Regular Class (4 to 14 students)
・Conversation English

・English Grammar
・English Pronunciation

・Reading Comprehension and Vocabulary Development
◎Tutorial Class (1 on 1)

・IELTS、・TOEIC、・TOEFL、・TESL/TEFL、・TESOL

・2020/2/3～2/21
(enrolment dates:
2020/1/24-29),

(orientation 2020/1/31),
・2020/3/2～3/20
(enrolment dates:
2020/2/21-2/26),

(orientation 2020/2/28)

・授業料:
  P11,400-34,200/1-3 regular class(25%discount P8550-P25,650),
　P15,000-30,000/special class(25%discount P11,250-P22,500),
  P15,200-28,500/16-30hours tutorial class
　(25%discount P11,400-P21,375)
・Assessment fee: P200
・Official I.D. with I.D. jacket & lace:P175(P20 ID validation)
・Registration fee:P400
・Computer fee: P60/course
・宿泊：先生が手配

60-90
 (30時間ｘ
2コースから
3コース)

特になし
https://www.dlsu.edu.ph/
colleges/bagced/ciesol/

小
川
　
英
文

43

カ
ナ
ダ

ブリティッシュコロンビア大学
The University of
British Columbia

【2019年度入学者：19180448】
【2018年度以前入学者：180448】

英語プログラム(4週間）

English for Global Citizen (EGC)
(4 week)

(1)2020/1/27～2/21
(2)2020/2/24～3/20

注:1/28までは試験期間です。
試験がないことを確認した上
でご参加ください。ショート
ビジットへの参加を理由に授
業やテストの日程変更はでき

ません。

・Tuition:CA$2650
・Application Fee:CA$150
・Deposit:CA$300
・Homestay Placement Fee : CA$250
・Homestay: CA$ 37/night(3 meals/day)
・Pre-homestay(optional):CA$90/night(no meals)
・Medical Insurance:CA$80

先着順で定員に達したら
締め切る。支払期限はプ
ログラム開始日の1か月
前。
※すでに満員の可能性あ
り！各自で確認してくだ
さい。

108
（週27時間×

4週間）
特になし

https://eli.ubc.ca/progra
ms/english-global-
citizen-egc

相
木
　
裕
史

44

カ
ナ
ダ

レジャイナ大学
University of Regina

【2019年度入学者：19180458】
【2018年度以前入学者：180458】

英語とカナダ文化(3週間)

INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE
AND CANADIAN CULTURE PROGRAM

※日本の協定校向けプログラム

2020/3/2～3/20
arrival:3/1

departure: 3/21

◎授業料:CA$2,604
※include：
・homestay-3 meals/day
  (延泊別料金:CA$30/night)
・texts & materials
・airport transportations
・bus passes
・Saturday activities

概ね3か月前

留学支援共同利用セン
ターでまとめて申請

レジャイナ大学SV説明会
2019/10/25 11:50～
研究講義棟100教室

75
（1週25時間×

3週間）
特になし

http://www.uregina.ca/esl
/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

University of California, San
Diego

【2019年度入学者：19180425】
【2018年度以前入学者：180425】

【要F-1ビザ(20時間/週)】
【要ESTA(15時間/週)】
英語コース（4週間 20or15時間/週）

(4-weeks)
・Academic English
・Conversation and Fluency
・Business English

(1) 2020/2/3～2/28
(2) 2020/3/2～3/26
(3/27はholiday)

・授業料:$2000/$1800（外大生これより10%引）
　※Businessのみ $2300/$2050（外大生これより10%引）
・申請料:$150　・教材費:$175まで
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｰﾋﾞｽ料:$175　・保険:$180
・宿泊:
 <Homestay>
    Private Bedroom (with breakfast and dinner): $960 - $1,000
    Rent a room (without meals): $840 - $860
    Additional nights: $31 - $37 per night
    placement fee(non-refundable): $200
    airport pick-up(San Diego airport only):$60 - $75
    airport drop-off fee:$40 - $75
 <Near-campus Apartments> Private bedroom: $1,575

概ね3か月前
留学支援共同利用セン
ターでまとめて申請

UCSDプログラム説明会
2019/10/1 11:50～

@さくらホール
(留日センター1F)

UCSD SV手続説明会
2019/10/21 11:50～
研究講義棟100教室

80
（週20時間

   ×4週間）

60
(週15時間
　×4週間)

Academic/Business English: 60 on
the TOEFL iBT, 5.0 on the IELTS,
or 160 on the Cambridge Exam

Conversation and Fluency：特にな
し

https://extension.ucsd.ed
u/international-
programs/english-
language-institute

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

University of California
Los Angeles

【2019年度入学者：19180427】
【2018年度以前入学者：180427】

　【要F-1ビザ】

 Intensive English Communication Program
(IECP)　4weeks

Winter B
2020/2/3-2/27

Winter C
2020/3/2-3/26

・Application Fee $150
・Program Fee : US$2,580
・Accommodation : 紹介のみで外部委託（ホームステイ、アパート）
*UCLA on-campus housing is available in summer only.

COIL説明会
2019/10/9 11:50～
研究講義棟102教室

(このSVプログラムに参
加する方は、必ず出席し

てください)
Applications are
accepted until

programs are full.
Apply at least 8 weeks
before the start of a
program to allow time
to get your F-1 visa.

20 class sessions
weekly, each class
50 minutes

5 hours a day,
usually 9am-3pm
Monday-Thursday;
3-week session
meets Monday-
Friday.

Minimum English skills must be
above basic vocabulary knowledge

and above basic spoken
communication skills.

https://www.uclaextensio
n.edu/english-language-
programs-american-
language-center/how-
apply

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
リバーサイド校

University of California
Riverside

【2019年度入学者：19180426】
【2018年度以前入学者：180426】

　【要F-1ビザ】

 Intensive English Program
 (INT) 　4・6・8weeks

　プログラム開始日：
  　2020/2/3～
　　  　 2/18～
　  　 　3/2～

・Program Fee :
　$2200 (4week) $3000(6weeks) $3600 (8week)
・Student Services Fee : $100-150
・Medical Insurance : $50/week
・Books and supplies : $150-350
・Accommodation :
 - Housing Application Fee $200
 - International Village (IV) $1624(single 4weeks)
 - Homestay $900(4weeks)
・Airport Transfer(optional)
 -Los angeles International Airport $100
 -Ontario International Airport $50

COIL説明会
2019/10/9 11:50～
研究講義棟102教室

(このSVプログラムに参
加する方は、必ず出席し

てください)
We recommend you apply
at least 60 days prior
to the program start

date.
Applications are
accepted until a
program is full.

 20-25 hours of
classroom
instruction and
laboratory per
week

This program is for all English
language levels, from beginning

to advanced.
No TOEFL/IELTS exam requirements.

https://www.iep.ucr.e
du/program/68759#

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア大学
アーバイン校

University of California
Irvine

【2019年度入学者：19180424】
【2018年度以前入学者：180424】

　【要F-1ビザ】

 Conversation & Culture
 4 weeks

 Business English
 4 weeks

2020/2/3～2/28

・Application Fee : $200
・Tuition : $2,500
・Student Services Fee : $175
・Medical Insurance : $200
・Airport Pick-Up (one way)
　　From Los Angeles (LAX): $75
　　From John Wayne (SNA): $50
・Accommodation : 業者を紹介。価格等は様々
　　-University Apartments:（例）$1,025
      (Shared, per Academic Term)
　　-Homestays : placement $300
            +$253/week (3 meals)

COIL説明会
2019/10/9 11:50～
研究講義棟102教室

(このSVプログラムに参
加する方は、必ず出席し

てください)
支払い期限：開始７日前
申請期限：開始一ケ月前

72 class hours
per 4-week

session (+ up to
18 hours of free
optional small

group
tutoring/convers

ation time!)

all levels of English proficiency
http://ip.ce.uci.edu/progr
ams/english-language-
programs/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

カリフォルニア州立大学
ノースリッジ校

California State University
Northridge

【2019年度入学者：19180472】
【2018年度以前入学者：180472】

　　　　【要F-1ビザ】

 Intensive English Program
 4 weeks

2020/2/10-3/6
＊サイトでは16週で掲載されて
いるが4週で終わることも可能

Application Fee : $150
Tuition : $1,672.50 (4 weeks)
Housing and meal plan : $1,625  (4 weeks)＊概算

（要参加）
COIL説明会

2019/10/9 研究講義棟

2019/11/29

20 hours of
instruction per

week
（特に記載なし）

https://tsengcol
lege.csun.edu/pr
ograms/IPP/IE
P/IEP

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

サンディエゴ州立大学
San Diego State University

【2019年度入学者：19180435】
【2018年度以前入学者：180435】

　【要F-1ビザ】

・コミュニケーション英語(IEC)
　（Session A Flex Entry)(4週間）

・Intensive English Communication
　IEC (Session A Flex Entry)

2020/02/3～2/27
（Session A Flex Entry)

・application fee:$175
・授業料:$390/週
・宿泊
 -ホームステイ:$$865/月 （朝夕食、空港送迎込）
  +斡旋料$290
 -Private/Shared Apartments
   :Contact ALI housing office
・ALI Airport Greet and Shuttle Service:$80 (complimentary for Homestay
students)

COIL説明会
2019/10/9 11:50～
研究講義棟102教室

(このSVプログラムに参
加する方は、必ず出席し

てください)

遅くとも入学日の3ヵ月
前

92
（1週23時間×

4週間）
特になし

https://ali.sdsu.edu/apply
-online

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

ニューヨーク州立大学
オルバニー校

University at Albany
State University of

New York

【2019年度入学者：19180445】
【2018年度以前入学者：180445】

【要F-1ビザ】

集中英語コース（4週間）

Intensive English Language Program

2020/2/17～3/13

・Tuition $1650
・Student Services Fee $150
・Application Fee $130
・Health Insurance $131.69/月
・University Comprehensive Service Fee $174.13
・Accommodation(早めの申込要）
  - Residence Halls of Dormitories $1098/月
  - University Apartments $1216-1652/月
  - Homestays $790/月（2食付）
  - Off campus apartments

1/17 応募締切
COIL説明会

2019/10/9 11:50～
研究講義棟102教室

(このSVプログラムに参
加する方は、必ず出席し

てください)

80時間
(1週20時間×

4週間)
特になし

https://www.albany.edu/i
elp/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

デラウエア大学
University of Delaware

【2019年度入学者：19180442】
【2018年度以前入学者：180442】

【F-1ビザ不要・ESTAのみでOK】

英語コース（3週間）

English Language and American Culture Program

2020/3/2-27
Arrival: February 29
Departure: March 28

$3,231（下記全て込み）
・Tuition : $1,620
・Health Center Fee : $57
・Homestay : $1,269
・Excursion : $285
<additional>
・Insurance : $147/・Lunch : $11.8/・Books : $200

まずは本学の留学支援共
同利用センター(留日セン
ター1階)へのオンライン申
請及び書類提出を10/18迄
(2019年度）に行うこと。（先
方への申請は別途個別に

連絡します。）

60時間
(週20×3)

特になし https://sites.udel.edu/eli/

相
木
　
裕
史
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ア
メ
リ
カ

ハワイ大学
マノア校

University of Hawaii at Manoa

【2019年度入学者：19180447】
【2018年度以前入学者：180447】

【F-1ビザ不要・ESTAのみでOK】

英語コース（3週間）

NICE 3-WEEK PROGRAM

2020/2/4～2/21

・Application fee：$75
・Course fee：$1,040
・宿泊：各自で予約
(例: On-campus East-West Center:$33/night/single room, Off-campus
Hostels: $33-89/day)
http://www.nice.hawaii.edu/housing/default.asp

the deadline for
application is one
month before the

program start date.
However, we recommend
applying much earlier
as applications are
accepted on a first-
come first-served
basis until the
program is full.

・44(講義)
・Activities

特になし
http://www.nice.hawaii.ed
u/apply/NICE_shortterm.a
sp

相
木
　
裕
史
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ボンド大学
Bond University

【2019年度入学者：19180451】
【2018年度以前入学者：180451】

【ETA必要】
General English

2020/2/10-2020/3/13

・Tuition:$440/week
・Processing fees: AUD$200
・Activity:AUD$5/week
・Rent and Utilities:On-Campus residence AUD$260-355
                     Homestay AUD$270

特に期日を設けていない
が、早めの申し込みを推

奨。
25 hours/week 特になし

https://bond.ed
u.au/program/g
eneral-english

相
木
　
裕
史
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オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学
Deakin University

【2019年度入学者：19180441】
【2018年度以前入学者：180441】

Burwood(Melbourne)
・Integrated into General English
・English for academic Purpose

(5Weekのみ)

Geelong(Waterfront Campus)
・Integrated into General English

(GE5 only)
・English for Academic Purpose

いずれかのキャンパス及びコースを選択

Orientation:2019/2/13

　(4 weeks)
2020/2/17～3/13

　(5 weeks)
2020/2/17～3/20

・Program fee
 Burwood：AUD1780(4w)/2225(5w)　Geelong:AUD1540(4w)/1925(5w)
・Enrolment:AUD250
・Student service:AUD150
・Additional Excursion:AUD150/回
・Airport Transfers
  Burwood:AUD200　Geelong：AUD230
・Accommodation:AUD250(placement)
  + homestay Burwood:AUD329/week Geelong：AUD315/week
  + Oncampus studio apartment Burwood:AUD420/week $60/night
  + Oncampus Shared apartment Burwood:AUD350/week $50/night
                              Geelong:AUD315/week $45/night

留学支援共同利用センター
でまとめて申請

ディーキン大学説明会
2019/11/5 15:00-15：50
＠留日センター1F交流室

80/90時間
(1週20時間×

4/5週間)
特になし

カスタムプログラムのため
このコース事態の情報が
載ったサイトはない。
（参考）
DUELI
http://www.deakin.edu.au/
international-
students/dueli
DUELI日本語サイト
http://deakin.jp/dueli

相
木
　
裕
史
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ニ
ュ
ー

ジ
ー

ラ
ン
ド

オークランド大学
The University of Auckland

【2019年度入学者：19180421】
【2018年度以前入学者：180421】

A.General English (3/4-week)
B.Business English (4-week)

A:2020/1/28-2/14

A/B:2020/2/17-3/13

注:1/28は試験期間で
す。試験がないことを
確認した上でご参加く
ださい。ショートビ

ジットへの参加を理由
に授業やテストの日程
変更はできません。

・授業料:NZ$465/週
・申請料:NZ$275
・Resource Fee:NZ$80
・Mandatory Insurance: NZ$55/月
・宿泊手配料：NZ$230
・ホームステイ: NZ$305/週 (最低4週、includes 2 meals on Mon to Fri, 3
meals on weekends/holidays)
・宿泊施設:
共同アパート
  (Single room in 3 bedroom shared)
  4+weeks:NZ$245/week

概ね3か月前
支払いは４週間前までに

※すでに満員の
可能性あり！各
自で確認してく

ださい。

80
(週20時間×

4週間)
特になし

https://www.ela.auckland.
ac.nz/

相
木
　
裕
史
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド

アイルランド国立大学コーク校
University College Cork

【2019年度入学者：19180414】
【2018年度以前入学者：180414】

英語プログラム（3～8週間）

Full-time
English Language Courses

（開始日）
 2月：3、10、17、24
 3月：2、9
（終了日）
 開始日から3～8週後
 の金曜日

・授業料(TUFS学生は以下の金額から20%割引)
　1-4 weeks: €230/week
　5-8 weeks: €215/week
・宿泊料金
　homestay: €220/week・€35/extra night
 　(朝夕食付)
　※冬期は学生寮の利用は不可

先着35名。特に期日を設
けていないが、すぐに定
員に達するため早めの申
し込みを推奨。定員なり
次第締め切る。（支払は
プログラム開始１か月前

迄）

66-176
（1週22時間×

3-8週間）
特になし

https://www.ucc.ie/en/e
sol/applynow/applycourse
/

相
木
　
裕
史
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イ
ギ
リ
ス

リーズ大学
University of Leeds

【2019年度入学者：19180456】
【2018年度以前入学者：180456】

英語と文化コース（4/5週間）

General English
English for real-life communication

(4 weeks)
2020/2/10～3/6

(5 weeks)
2020/2/10～3/13

・授業料
   5 weeks：£1415/4 weeks：£1132
・宿泊施設はAcceptanceの連絡の際案内が
  送られるので各自でオンライン予約
　 例：£88-106(食事なし）
　　 ：£166-197(食事付き）

2019/11/15
11:59pm(UK time)

21時間/週

We normally accept an English
language level of between CEFR B1
and C1 (lower intermediate /
independent to lower advanced /
proficient).
This course isn't suitable for
beginners, or if your English
language level is at CEFR C2 or
above.

https://www.leeds.ac.uk/i
nfo/130567/language_cen
tre/618/general_english_c
ourse

相
木
　
裕
史
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■昨年度の日程
■今年度新規コース
■日程がテスト期間に重なっているコース　注意：定期試験期間中の為、試験の予定がないことを自分で確認して参加してください。

2019年度 TUFS冬期短期海外留学（ショートビジット）
総合型コース

 2019/12/16
※この表は情報が出次第アップデートされます

番号 対象
国・
地域
名

協定大学・教育機関名
【時間割コード】

プログラム名 日程 金額 締切日 授業時間数 参加要件 URL
担当教

員

58

ブ
ル
ネ
イ

ブルネイ・ダルサーラム大学
Universiti Brunei Darussalam

【2019年度入学者：19180449】
【2018年度以前入学者：180449】

グローバル・ディスカバリー・プログラム
-ディスカバー・ブルネイ・コース

(英語)(4週間)

Global Discovery Program - Discover Brunei Course

2020/1/27～2/23

注:1/28まではまだ定期試験期間
中の為、試験の予定が無いことを
確認した上でご参加ください。

ショートビジットへの参加を理由
に授業やテストの日程変更はでき

ません。

<昨年度>
・Tuition fees: USD1,000 (外大の学生は授業料免除)
・GDP fees (living expenses fees): USD1,500 (includes airport
transfer, accommodation, 3 meals a day, excursions, local
transportation.)

2019/11/27

「7.Verification」欄のサイ
ンは、留学支援共同利用セン

ターまで

42
able to understand and communicate in

basic English

http://www.ubd.edu.bn
/admission/internatio
nal-exchange/global-
discovery-programme/

青
山
 
亨

59

フ
ラ
ン
ス

パリ政治学院
Institut d'Etudes Politiques de
Paris Fondation Nationale des

Sciences Politiques

【2019年度入学者：19180446】
【2018年度以前入学者：180446】

英語でヨーロッパについて学ぶプログラム
（フランス語の授業もあり）(4週間)

European studies programme 2020

2020/2/24～2020/3/20
(recommended
arrival date: 2019/2/23,
recommended
departure date: 2019/3/21)

・授業料:€2,450 (スタディートリップ２回を含む)
・宿泊施設:€1,440 (for a shared studio apartment in the
Adagio Hall of Residence Paris Bercy (see:
http://www.adagio-city.com/gb/hotel-6789-adagio-paris-bercy-
village/index.shtml)

2019/11/22
定員3名(選抜あり)

まずは本学の留学支援共同利
用センター(留日センター1
階)へのオンライン申請及び
書類提出を2019/10/18迄に行
うこと。（先方への申請は別

途個別に連絡します。）

・EU学:36時間
(講義)
・Tutorship
・2回のスタディー
トリップ

(TOEFL IBT 87 or IELTS 6);
Equivalent English language
certificates will be accepted based on
the following scores:
TOEFL ITP/PBT: 567
TOEFL CBT: 227 TOEIC: 740
スコアのコピー提出のこと

相
木
　
裕
史

60
3年生
以上

オ
ー

ス
ト
リ
ア

ウィーン大学
University of Vienna

【2019年度入学者：19180418】
【2018年度以前入学者：180418】

英語でウィーンの文化と歴史について学ぶ
プログラム(2週間)

winter school 2020
for cultural-historical studies: The Discovery of

Modernity - Vienna Around 1900

2020/1/31～2/14

・Program fee: €1,275(includes registration, tuition, and all
planned excursions)
・Insurance: €20.20
・宿泊施設:  Recommended accommodations can be found at the
following.
http://shs.univie.ac.at/content/site/shs/winterschool/orientation/ac
commodation/index.html

2019/11/30
50

（25時間 x
2コース）

・completed two years of studies at
university level       　　　　 ・
adequate command of the English

language

http://shs.univie.ac.
at/content/site/shs/w
interschool/home/inde
x.html

西
岡
　
あ
か
ね

61

学部生
（2020
年3月卒
業予定
者は、
応募
不可）

ノ
ル
ウ
ェ
ー

トロムソ大学

【2019年度入学者：19180444】
【2018年度以前入学者：180444】

多文化ノルウェーで教育・開発・平和を考える(3週間)

Peace Studies Intensive Program in Norway
2020/2/4～2/26

大学から参加費等の補助あり。自己負担10～20万円程度。

                                      【JASSO奨学金対象外】

<登録期日＞ 2019/10/8
柏崎先生に名前/学籍番号を

連絡
＜応募期日＞ 2019/10/14
柏崎先生に応募用紙を送信

柏崎先生のE-mail:
kashiwazaki@tufs.ac.jp

研究講義棟631

30時間(2単位)
相当

・学部生(2020年3月卒業予定者の応募は
不可)

・グループ学習への協調性を持つ者

https://drive.go
ogle.com/file/d
/1uC2b2BGDev
W1Dfk2xLKZB6
xmbkC5dA_z/vi
ew?usp=sharing

柏
崎
　
正
憲

[2019.9.10] 59  パリ政治学院の締切日と参加要件をアップデートしました。
[2019.9.11] 61  トロムソ大学の締切日をアップデートしました。
[2019.9.17] 58  ブルネイ・ダルサラーム大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.17] 40　マラガ大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.18] 6   北京大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.18] 18　釜山外国語大学のプログラムをアップデートしました。
[2019.9.18] 51　デラウェア大学の料金をアップデートしました。
[2019.9.20] 19　ラオス国立大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.20] 34　ギーセン大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.24] 27　カイロ大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.24] 23　リオデジャネイロ州立大学の日程をアップデートしました。
[2019.9.25] 7 　ジャドブプル大学の情報をアップデートしました。   
[2019.9.25] 1 　国立台湾大学の情報をアップデートしました。
[2019.9.27] 45　カリフォルニア大学サンディエゴ校の説明会情報をアップデートしました。
[2019.9.30] 41 韓国外国語大学 ポーランド学科のプログラムを削除しました。

[2019.9.30] 13  韓国外国語大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.9.30] 18　釜山外国語大学のプログラムをアップデートしました。
[2019.9.30] 2　淡江大学の締切日をアップデートしました。
[2019.9.30] 5　北京語言大学のプログラムをアップデートしました。
[2019.10.01] 12　ソウル大学のプログラムをアップデートしました。
[2019.10.01] 時間割コードをアップデートしました。
[2019.10.01] 20  シーナカリンウィロート大学の日程をアップデートしました。
[2019.10.02] 61  トロムソ大学の情報をアップデートしました。
[2019.10.02] 39  サラマンカ大学の締切日をアップデートしました。
[2019.10.02] COIL説明会情報をアップデートしました。
[2019.10.02] 54  ディーキン大学説明会情報をアップデートしました。
[2019.10.04] 55  オークランド大学のプログラム情報をアップデートしました。
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[2019.10.08] 58  ブルネイ・ダルサラーム大学の締切日情報をアップデートしました。
[2019.10.09] 63  ハバナ大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.10.09] 64  カリフォルニア州立大学ノースリッジ校のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.10.11] 44  レジャイナ大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.10.11] 21  シーナカリンウィロート大学のプログラム情報をアップデートしました。
[2019.10.16] 54  ディーキン大学締切日情報をアップデートしました。
[2019.10.16] 15  聖公会大学のプログラムを削除しました。
[2019.10.16] 63  ハバナ大学の時間割コードをアップデートしました。
[2019.10.16] 64  カリフォルニア州立大学ノースリッジ校の時間割コードをアップデートしました。
[2019.10.16] 24  カザフスタンカザフ国立大学の情報をアップデートしました。
[2019.10.16] 4   王立プノンペン大学の情報をアップデートしました。
[2019.10.23] 24   カザフスタンカザフ国立大学の情報をアップデートしました。
[2019.10.23] 26  アインシャムス大学の金額をアップデートしました。
[2019.10.29] 38  モスクワ大学の情報をアップデートしました。
[2019.10.29] 61  トロムソ大学の日程をアップデートしました。
[2019.11.01]  3  国立台湾師範大学の情報をアップデートしました。
[2019.11.01] 32  ジュネーブ大学の情報をアップデートしました。
[2019.11.01] 37  ヤギェロン大学の日程をアップデートしました。
[2019.11.01] 11  延世大学の情報をアップデートしました。
[2019.11.05] 14  淑明女子大学の情報をアップデートしました。
[2019.11.05] 17  梨花女子大学の寮の情報をアップデートしました。
[2019.11.05] 62  国立台湾大学の総合型コース、プログラムを削除しました。
[2019.11.06] 10  デラサール大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.11.06] 42  デラサール大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.11.08] 21  エアフィット大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.11.11] 22  グアナファト大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.11.19] 38  モスクワ大学の情報を更新しました。
[2019.11.21] 36  ペルージャ外国人大学の金額情報を更新しました。
[2019.11.29] 29  ソフィア大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.12.13] 26  アインシャムス大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.12.13] 27  カイロ大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.12.13] 23  リオデジャネイロ州立大学のプログラム情報を更新しました。
[2019.12.16]  44  レジャイナ大学のプログラム情報をアップデートしました。
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